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『第 30 回 JSPEN の「ためになる講演」は、
本当にためになりますよ！』
本当にためになりますよ！』
この原稿は、締め切り日を自分で決めるので、ある意味、いい加減になってしまいます。本当は、月初めにはホームペ
ージにオープンしたいと思っているのです。しかし、いろんな事情に加えて、私自身の怠け心のために、1 週間から 10 日
前後、遅くなってしまいます。今後は、25 日までに原稿を
書き、月初めにはオープンできるようにするつもりです。
それから、この原稿、これまではダウンロードも印刷もで
きなかったのですが、それができるようにしました。これ
で読みやすくなると思います。もっと大勢の方に読んでい
ただきたいので、周りの方にも薦めていただきますよう、
お願い申し上げます。
さて、2015 年となり、2 月 12 日、13 日の第 30 回日本静
脈経腸栄養学会学術集会へ向けて、最後の追い込みに入っ
ております（
「最後の追い込み」という使い方はおかしい？
と、ふと考えました。
「追い込み」の意味は「仕事などの最
終段階で全力を出してがんばること」なので。長嶋茂雄の
「巨人軍は永遠に不滅です」と同じようなものかな？でも、
追い込みの意味を強めるという使い方で、間違ってはいな
い、とのことです）
。細かい事務的な仕事がありまして、そ
ういうことの苦手な私が、がんばっております。大したこ
ともできないのですが、司会の方々には、一人ひとり、お
願いの手紙を書きました。二人で司会をしていただくセッ
ションが多いので、それぞれに、それぞれの方の簡単な紹
介と、メールアドレスをお知らせして、連絡をとりあって
いただくようにお願いしました。160 枚の手紙とサインは大
変でしたが、私にできることはやろう、と思っております
ので、苦にはなりませんでした。ブログ、フェイスブック
もせっせと書いているつもりですが、どのくらいの方に見
ていただいているのでしょうか。私自身の PR ではなく、学
会の情報をお知らせして、一人でも多くの方に学会の内容
を知っていただき、意義ある学会参加にしていただきたい、
それが目的ですので、私の意図をご理解いただき、周りの

↑このポスターを、約 10 ケ月間、研究室のある産学連携本部の玄
関の掲示板、そして、当研究室のドアに貼って、毎日のように眺め
てきたのですが、これも、もうすぐ見納めです。こういうポスター
って、何百枚と印刷しています。それから、小さいチラシも何百枚
と印刷しています。この部屋の中にも、まだ、何枚もあります。無
駄？かもしれないのですが、なんとなく、捨てられないのです。実
は、もう、用無しの、京都で開催することにしていたので、京都用
に作ったポスターがあります。捨てればいいのに、なかなか捨てら
れません。大事な思い出の一つなんです。このポスター、剥がす時
は、非常に寂しいだろうと思います。

方にも薦めていただきますよう、お願い申し上げます。

↑第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会の会場です。神戸国際会
議場、ポートピアホテルとポートピアホール、神戸国際展示場の
1 号館と 3 号館。歩いて移動できる範囲内です。雨が降らないよ
うに、とお祈りしています。知らなかったのですが、ポートピア
ホテルから歩ける範囲内に、UCC コーヒー博物館というのがある
のを知りました。神戸の観光地って、あまり知らないし、三宮ま
でポートライナーで戻らないといけないので、歩ける範囲に何か
ないかな、と思っていたら、みつけました。私も行ったことはな
いのですが、コーヒー通の方には、楽しいかもしれません。

↑同時中継会場のスクリーンの例です。左のように、会場名、ラ
イブ映像、セッション名、座席の空席状況、音声チャンネル番号
が映し出されています。空席がある、という情報が得られたら、
是非、その会場へ移動して、発表内容を生で聞いてください。こ
の同時中継会場にずっといる、そんな方ばかりになったら、この
企画自体、意味がないことになります。同時中継会場が狭すぎる、
なんて意見が出たら、これは、参加者全体が本当の学会のあり方
についても考える必要があるでしょうね。これ、非常に大事なメ
ッセージです。本当、よく考えて対応してください。
とりあえず、これだけの準備をしてお待ちしています、という意
味でのお知らせです。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑学会のときにお配りするコングレスバッグです。無地です。白、ブルー、ダークブルーの 3 種類です。肩からかけることができるよ
うに、取っ手を長くしました。学会が終わってからも使えるように、無地にしました。しっかりした生地にしました。あまりぱっとし
ないデザインですが、これでがまんしてください。
ないデザインですが、これでがまんしてください。中央は、今回の学会用にデザインしてもらったプチゴーフルです。ポスター発表の、
は、今回の学会用にデザインしてもらったプチゴーフルです。ポスター発表の、
1 割程度の方にプレゼントすることにしました。
割程度の方にプレゼントすることにしました。3 枚の 3 種類の味の小さなゴーフルが入っています。大判の方がいいでしょうが、予算
の関係や、お持ち帰りの時にじゃまにならないようにと考えて、このサイズにしました。ちょっとでもいい思い出になってくれたらと
思います。ゴーフルは、かのシュバイツアー博士の大好物だったそうです。ウィキペディアにも書かれています。私も大好きです。時々、
大判のゴーフルをバリバリと食べたくなります。情報交換会などでも、何らかの形
大判のゴーフルをバリバリと食べたくなります。情報交換会などでも、何らかの形でプレゼントできたら、と思っています。
でプレゼントできたら、と思っています。

↑神戸ポートタワーと、メリケンパーク、神戸海洋博物館の写真
です。会場からは、ちょっと不便です。ここへ来ようと思ったら、
ポートライナーで三宮まで戻り、電車で元町まで行って、そこか
ら徒歩ということになります。市営地下鉄海岸線の、みなと元町
駅が一番近いようです。市営地下鉄の駅には、横山光輝の漫画、
三国志の壁紙がありますので、それを見ていただくと、ちょっと
楽しいかな、と思います。メリケンパークも、天気がよかったら、
散歩にいいと思います。

↑ポートアイランド北公園から、上の地図の⇐
⇐の方向を眺めると、
メリケンパーク、神戸ポートタワー、神戸海洋博物館、メリケン
パークオリエンタルホテル、ホテルオークラが見えます。この景
色が好きで、よく写真を撮りに行きました。神戸らしい景色だと
思います。

↑見に行く方は少ないと思いますが・・・。実物大の鉄人 28 号の
像が、新長田駅の近くにあります。地下鉄海岸線の駅には、横山
光輝の三国志の漫画の壁紙が飾られています。壁全体の大きな絵
です。ハーバーランドにはエルビスプレスリーの像があります。
日本におけるジャズ発祥の地だからです。

↑今回の学会の運営をお願いしている、ジェフコーポレーション
の方々です。本当に細かい点まで考えて、準備してくださってい
ます。私が何もわかっていないので、大変だと思いますが、愚痴
も言わず、文句も言わず、がんばってくださっています。ありが
とうございます。石渡さんには、本当にお世話になっています。
とにかく、参加される方々にとって、いい学術集会だと言っても
らえるよう、がんばっています。右は、インターネットでプログ
ラム、抄録を見ることができるようにした、という、その画面で
す。私は、よく使い方がわからないのですが、使いやすい構成に
す。私は、よく使い方がわからないのですが、使いやす
なっています。どうぞ、ご利用ください。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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元旦は、さすがに家でボーッと過ごしましたが、もう 2 日からは研究室で仕事。家にいても、特にすることはありませ
んし、仕事が山積していますので。照林社のエキスパートナースの CV ポートについての依頼原稿を書き上げ、ほっと一安
心。1 月 6 日が原稿締め切りでした。12 月は『静脈栄養』という本の執筆で大変でしたし、11 月末から 12 月初にかけて
は、経腸栄養の本の『半固形状流動食』の原稿で大変で、CV ポートについての原稿を、いつ書けるようになる？という雰
囲気だったのです。本当、間に合ってよかったです。神戸での JSPEN の際には、私が編集した本 2 冊と、著書 1 冊を出版
しますので、また、興味がある方は買って読んでください。
イベントとしては、1 月 8 日に大阪大学外科学講座同窓会新年会がリーガロイヤルホテルで開催されました。偉い方々
の集まりです。大阪大学大学院消化器外科学の森教授、土岐教授、4 月から医学部長になられる心臓血管外科学の澤教授、
呼吸器外科学の奥村教授、
乳腺・内分泌外科学の野口教授、
小児成育外科学の教授になられたばかりの奥山教授、それ
から前第一外科教授の松田先生、前第二外科教授の門田先
生、
前小児外科教授の福澤先生、同窓会会長の左近先生と、
挨拶が 1 時間以上も続き、その後、乾杯、ということにな
りました。乾杯の際にご挨拶をされた、前前第一外科教授
の川島先生が、1 時間も挨拶が続いて大変だったな、とい
う感じでお話をされました。本当、すごい会です。来年の
日本外科学会の会長が澤教授だから同窓会で応援しよう、
森教授が日本癌学会の会長になる、などの話があったので
すが、残念なことに、というほどではないのですが、この
2 月に栄養ディバイス未来医工学共同研究部門の井上が会
長として第 30 回日本静脈経腸栄養学会を開催する、
という
ことは話題にもなりませんでした。大阪大学外科学講座に
とっては、JSPEN なんて、そういうレベルの学会と見られ
ているのかもしれません。でも、そういうこととは関係な
く、私としては、りっぱな、学術的な学会にしたいので、
よろしくお願いします。そうそう、12 月の衆議院議員選挙
で当選した、
自民党の大隈和英衆議院議員が来られていて、
挨拶しておられました。大隈議員は私が病棟主任の時の第
一外科の研修医で、いろいろあったのですが、代議士にな
られた、おなりになったので、言葉使いも変えなくてはな
りませんね。一緒に写真も撮っていただきました。でも、

↑忙しい中、JSPEN 開催に合わせて本を 3 冊出版することになり
ました。相当忙しかったのですが。この 2 冊は経腸栄養に関連し
た本です。左も、相当苦労して編集しました。校正が大変でした。
右は、ほぼ 100 人の方から原稿を応募していただきました。公募
して集まった原稿なので、非常にバラエティーに富んだ、いい本
になりました。これの校正も大変でした。でも、編集するという
ことは、すべての原稿をチェックして、全体を理解しておかない
といけないので、責任もありますし、大変なことです。執筆者を
選ぶことだけが編集者の仕事ではありませんし、出版社にチェッ
クしてもらってそれで OK では、編集者の意味はないのです。そう
いう考えで編集させていただいています、私は。買って、なんて
お願いするのは変なので、お願いはしません。きっと、買いたく
なっていただける、本です。もう 1 冊は静脈栄養に関する本です。
ここでは紹介しませんが、すごい方に推薦していただきました。

がんばれよ、と心から思っています。

↑平成 27 年大阪大学外科学講座同窓会新年会での写真です。1 年
に 1 回だけ、お会いする方もいますので、記念写真も撮らなくて
は、です。今回の出席者は 200 名くらいだったのでしょうか。注
目していただきたいのは、私のネクタイ。赤の、大阪大学第一外
科同窓会のネクタイです。この日だけは、このネクタイを、と思
っているのですが、このネクタイを締めてきているのは、毎年、2
人だけです。私と、大阪労災病院の副院長の谷口先生だけです。
右上の写真に注目。向かって、私の左は、大阪大学第一外科の前
の前の教授、川島康生先生。もう 82 歳なのに、このお元気さ。私
が第一外科に入局した時のイメージと一緒です。違うのは、さす
がに、やさしくなられました。昔は、本当に・・・怖かった。私
が今回の学会の会長になったことを、本当に喜んでくださってい
ます。私の右は、12 月の衆議院選挙で当選した、自民党代議士、
大隈和英氏です。医師の意見を代弁して、大事な仕事をやってく
ださい。

↑壮観でしょう。大阪大学外科学講座の同窓会です。偉い方々が
着席します。高齢の先輩も、です。偉くない方々？は立ち席です。
会費は一緒、だと思います。立っている方が、料理はたくさん取
れますけど。上の写真で挨拶をしておられるのは、前の第二外科
教授の門田先生。現在は東京のがん研有明病院の院長です。下は、
川島先生の乾杯時の挨拶、消化器外科の森教授、心臓血管外科の
澤教授、そして、右端は前の第一外科教授の松田先生です。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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関西 PEG・栄養研究会の世話人会と新年会もありました。今年は近畿大学の汐見先生が当番世話人で、第 21 回を 7 月 11
日に大阪で開催します。会の名称を『関西 PEG・栄養とリハビリ研究会』に変更しました。PEG、胃瘻に対する興味を失っ
ている、という世の中の誤った傾向に対して、一歩進めてやろう、そんな思いで変更しました。単にリハビリには栄養が
必要だ、そんな当たり前の考え方を強調するつもりは毛頭なく、胃瘻を作って経腸栄養をきちんと実施することが、摂食
嚥下リハビリをするにしても必要なのだ、という、リハビリの方々に正しい栄養管理の意義を理解してもらおう、そんな
意図で変更したのです。また、OT、PT、ST の方々や、口腔ケアを行っておられる方々が、臨床栄養について勉強しようと
思ってもその機会が少ない、という話も聞いているからです。大勢の方にお集まりいただきたいと思っております。
JSPEN 近畿支部会の世話人会も開催されました。安い会議室を借り、1000 円の弁当を出させていただくという、簡素な
世話人会でした。それでも、弁当を 2 種類用意したところ、どっちを食べるか、なんて、和気藹々という雰囲気で集まっ
ていただきました。ありがとうございました。でも、世話人会の内容はかなり建設的な内容で、近畿は JSPEN の会員数が
一番多いのだから、支部会は 100 演題、1000 人の参加者を目標としよう、メディカルスタッフにもう少し活躍していただ
くべく、会長と副会長は医師とメディカルスタッフのペアとしよう、看護師部会、薬剤師部会、栄養士部会、それぞれが
集まって相談して支部会学術集会を開催する、などの議論が真摯に行われました。ま、私一人がこういう意見を提案した、
のかもしれませんけどね。
1 月 16 日には埼玉医大へ。PICC の講演会です。埼玉医大って、遠いところにありますよね。田舎？ですよね。不便、で
すよね。埼玉医大へ講演に行ったのは 2 回目だったのですが、本当、辺鄙なところだな、と今回も思いました。でも、今
回の講演では、参加者数は 50 人ほどだったのですが、私の講演が刺激的だった？のかもしれませんが、終わってからのハ
ンズオンセミナーでは、エコーガイド下上腕 PICC の手技を、本当に熱心に練習しておられました。これまで講演させてい
ただいた、どの施設よりも熱心でした。終わってからの懇親会にほとんどの方が遅れてこられた、というほどでしたから。
きっと、埼玉医大では上腕 PICC が、ものすごい速度で普及すると思います。私が講演させていただくと、私の自惚れでは
なく、ほぼ全部の施設で血管穿刺用エコーが導入され、上腕 PICC が普及する、ということです。私の講演は、上腕 PICC
をやりたい、と思っている方々の、刺激になるのだと思います。どうぞ、講演に呼んでください。どこへでも行きますよ。
患者さんにやさしい、正しい、安全な医療の普及のためですから。これも私にとっては大事な仕事です。
本当、学会当日まで、あと 18 日、正味、2 週間というところまでやってきました。いろいろ、不安だらけなのですが、
仕方ありません。大過なく、ひとりでも多くの方に、思い出に残る、学術的な学会だったな、と言っていただけるよう、
準備しておりますので、お誘い合わせの上、お越しください。神戸でお待ちしております。

↑埼玉医科大学での PICC の講演会。もちろん、第 30 回日本静脈
経腸栄養学会学術集会のポスターをお示しして、宣伝しています。
埼玉医大から、誰か来てくれるのだろうか。栄養士さんは、きっ
と来てくれます。

↑私のいうとおりにやってください。そしたら、100%の確率で静
脈穿刺は成功します。そうなんですよ、私のやり方を、そのまま、
まねてください。難しくありません。誤解されているのかもしれ
ませんが、私が思うに、鎖骨下穿刺の時のエコーガイド下穿刺と、
PICC 挿入時の穿刺方法は、根本的に考え方が違うのです。そこが
大事だと思います。

↑講演後のハンズオンセミナー。今回は、皆さん熱心だったので、
シミュレーションモデルでの練習の時、講師直々に教えました。
本当、熱心でした。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、よく考えたら、あと
2 週間で学会なんで
ゼン先生

ゼン先生：そうなんですよ。
「外科医の栄養管理への係わり」

すよ。どうしようかな、なんて、ちょっとドキドキしてい

というタイトルで、自分が歩んでこられた、その歩みにつ

ます。

いて聞かせていただけるようです。

小越先生：何を今更。しっかり準備してきているんだろ
小越先生

小越先生：その話は、栄養に興味があるけど、なかなか実
小越先生

う？

践できにくいと感じている、一般病院の医師にとっては、

ゼン先生：もちろんです。細かいところまで気を遣いなが
ゼン先生

非常にすばらしい話だと思う。本当は、栄養に興味のない

ら準備しています。

医師に聞かせたい内容だと思うけどな。

小越先生：ジェフの連中は、この学会の運営に精通してい
小越先生

ゼン先生：私もそう思います。栄養の重要性をわかってい
ゼン先生

るから、大丈夫だよ。石渡なんて、もう何十年もこの学会

ない連中に、聞かせたいんです。

運営に関与しているんだから、誰よりもよく知ってるよ、

小越先生：いやあ、聞きたい、オレは絶対に聞きたいぞ。
小越先生

理解しているよ。

ゼン先生：問題は、他の会場もいろいろいいプログラムが
ゼン先生

ゼン先生：そうですよね。なんとかなると思います。
ゼン先生

組まれていることなんですよね、本質的な問題ですが。

小越先生：外人さんは、ダドリックさんしか呼ばないんだ
小越先生

小越先生：そうだな。
学会が大きくなると、本当に大変だ。
小越先生

って？

ゼン先生：次は、大阪大学歯学部の池邊先生です。
ゼン先生

ゼン先生：そうです。ダドリック先生だけです。その代わ
ゼン先生

小越先生：歯学部？歯科医か？
小越先生

り、日本の、旬な先生達に、旬な、
『ためになる講演』を

ゼン先生：実は、私の歯の治療の主治医なんですよ。
ゼン先生

お願いしています。

小越先生：君の歯の治療の主治医？それで、どんな内容の
小越先生

小越先生：そうか、旬な講演か。そういう発想もいいかも
小越先生

話が聞けるんだ？

しれないな。外人さんを呼べば、それだけで学術レベルが

ゼン先生：高齢者の歯の数と栄養状態、という内容のよう
ゼン先生

上がる、そう思っている人もいるけど、必ずしもそうでは

です。今、口腔ケアが注目されていますし、8020 でしたか、

ないと思う。

80 歳で 20 本の自分の歯を維持しよう、なんていう運動も

ゼン先生：まあ、こういう発想でのプログラムは、今回だ
ゼン先生

ありますよね。

けだと思いますけど。

小越先生：そうだ。とにかく、年をとると歯もダメになっ
小越先生

小越先生：いいんじゃないか、それが会長として、真剣に
小越先生

て、そうすると、思うような物が食べられなくなる、そう

考えて選んだ方針なんだから。ところで、旬な、ためにな

すると栄養状態も悪くなる、ということだからな。それも

る講演って、誰が講演するんだい？

興味ある講演だな。歯科医の講演って、なかなか聞けない

ゼン先生：まずは、入山先生です。
ゼン先生

だろう？聞きたい、是非、聞きたい。

小越先生：そうか、入山先生か。入山さん？どこが旬なん
小越先生

ゼン先生：司会は、大阪大学歯学部の外来看護師長の稲月
ゼン先生

だ。もう、入山さんは旬じゃないだろう。

さんにお願いしたんです。

ゼン先生：いえいえ、入山先生の講演は、やっぱり、旬で
ゼン先生

小越先生：そうか。とすると、非常に細やかな紹介をして
小越先生

す。きちんと理解してもらう必要がある内容です。私も何

もらえるんじゃないか？

回も聞かせていただいていますが、旬ですよ。入山先生の

ゼン先生：と、思ってお願いしたんです。次は、兵庫医療
ゼン先生

人柄でしょうね。

大学の野崎先生なんですけど、私の大学時代の同級生なん

小越先生：ま、
そうか。内容は脂肪乳剤の話だな？確かに、
小越先生

ですよ。

ここらで、まとまった話を聞いて、脂肪乳剤の意義を再確

小越先生：君の同級生には優秀な方が多いんだな。
小越先生

認したいな。入山先生は気合が入っているだろうな、ため

ゼン先生：そう思います。でも、私、学生時代に野崎先生
ゼン先生

になる講演のトップバッターだから。聞きたい、是非、聞

と話をしたことがないんです。私は剣道部で、講義にもあ

きたい。

まり出なかったし、硬派でしたし、阪大の医学部に入る女

ゼン先生：そうでしょう？やはり、脂肪乳剤については、
ゼン先生

性って賢いんだろうな、なんて思っていて、話をすること

きちんと理解して、もっと積極的に使って欲しいと思って

ができなかったんです。なんか、コンプレックスを持って

いますから、入山先生にお願いしたんです。1700 名の広い

いたのかもしれません。

会場なんですよ。いっぱいになって欲しいですね。

小越先生：へええ、そういう学生時代だったのか。
小越先生

小越先生：もちろんだよ。次は誰だ？
小越先生

ゼン先生：先生もご存知のように、田舎者ですから。野崎
ゼン先生

ゼン先生：天理よろづ相談所病院で
NST を地道に実践して
ゼン先生

先生は神経内科で、嚥下機能の問題の専門家なんですよ。

こられた、松末先生です。

本も出しておられますが、これが、非常にわかりやすい内

小越先生：ああ、松末先生か。それは、是非聞きたいな。
小越先生

容でして、それで、講演をお願いしたのです。

一般病院で、本当に地道に臨床栄養を実践こられたんだろ

小越先生：神経内科の先生の、嚥下機能についての講演
小越先生

う？

か・・・聞きたい。絶対に聞きたいぞ。
ゼン先生：でしょう？座長は、摂食嚥下専門看護師の、前
ゼン先生
橋赤十字病院の伊東さんにお願いしました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：なるほど、摂食嚥下専門看護師に座長をお願い
小越先生

ゼン先生：そうです。雑誌、テレビ、ラジオ、それに、あ
ゼン先生

したのか、いいんじゃないか？

ちこちで講演しておられる、有名な方ですよ、先生。

ゼン先生：午後からは、これも、高齢者の摂食、嚥下、そ
ゼン先生

小越先生：そうか、それも楽しみだ。
小越先生

れに対する治療ということで、東大の海老原先生にお願い

ゼン先生：司会は、水田先生にお願いしました。
ゼン先生

しています。

小越先生：水田先生か。なるほど。そんな有名な方の司会
小越先生

小越先生：また、摂食、嚥下か？どう違うんだ？
小越先生

は、水田先生しかいないな。君は、本当によく考えている

ゼン先生：治療がメインとなる内容のようです。代表的な
ゼン先生

な、講師と司会の組み合わせについて。

論文は読ませていただいているんですが、とにかく、嚥下

ゼン先生：でしょう？そうそう、今、気付いたんですが、
ゼン先生

に関する神経や、嗅覚などの刺激によって、包括的に治療

この会場のためになる講演の後半の講師は、女性ばかりで

しよう、という内容のようです。私もこの領域は全くの素

すね。

人なので、これ以上の説明はできませんが。

小越先生：いいじゃないか。オレはうれしい。しかも、み
小越先生

小越先生：なるほど。感覚的な刺激によって嚥下障害を治
小越先生

んな素敵だ。オレはずっとこの会場で聞くつもりだよ。

療する、ということか。聞きたい。絶対に聞きたい。

ゼン先生：ところがですね、もう一つの会場のためになる
ゼン先生

ゼン先生：次は、ちょっと内容が変わるんですが、サーベ
ゼン先生

講演も、興味のある講師、内容、なんですよ。

イランスについてです。国立感染症研究所の鈴木先生なん

小越先生：それは困ったな。最初は誰なんだ？
小越先生

ですが。

ゼン先生：最初は、東大の深柄先生です。
ゼン先生

小越先生：サーベイランスか。大事だけど、JSPEN
の学会
小越先生

小越先生：わかったぞ。経腸栄養の意義を学問的に解き明
小越先生

員は興味があるかな？

かす、そんな内容だろう。

ゼン先生：そこが問題なんですよ。大事な分野なので、是
ゼン先生

ゼン先生：そうです。栄養療法の選択について、とにかく
ゼン先生

非、勉強してもらいたいと思いましてね。サーベイランス

経腸栄養だ、ということになっていますが、裏付けという

なくして、臨床栄養の普及もないでしょう。

か、学問的に、だから経腸栄養なんだ、ということを説明

小越先生：そうだよ、わかっている。昔、君が希望したサ
小越先生

していただくよう、お願いしました。

ーベイ委員会を立ち上げてやったのは私だぞ。

小越先生：深柄先生は、自分のデータで、本当に学問的に
小越先生

ゼン先生：そうでした。おかげで、あの当時の臨床栄養の
ゼン先生

説明してくれるから、理解しやすいよな。それに、雰囲気

領域の日本の状況が判断できました。だから、今の状況を

は硬そうだけど、講演はやさしいだろう？

サーベイして、比較して、この領域、これでいいのか、方

ゼン先生：そうなんですよ。みかけよりもやさしい、わか
ゼン先生

向転換しなければならないのか、それが判断できるように

りやすい講演をしてくれます。

なって欲しいんですよ。だから、鈴木先生にお願いしたん

小越先生：だろう？聞きたい、絶対に聞きたい。
小越先生

です。厚労省の仕事で感染対策ガイドラインを作ったんで

ゼン先生：次は、大阪樟蔭女子大学の山東教授です。
ゼン先生

すが、その時にご一緒させていただいているんです。日本

小越先生：そうきたか。
「サントウ」くんだな？
小越先生

の感染の領域のサーベイランスの第一人者だと思います。

ゼン先生：サントウではなく、サンドウです、先生。
ゼン先生

小越先生：なるほど。格調高い講演だろうな。大勢に聞き
小越先生

小越先生：細かいことを言うなよ。岡田先生門下の山東く
小越先生

に来て欲しいな。

んだろう？

ゼン先生：もちろんです。札幌医大の平田先生に司会をお
ゼン先生

ゼン先生：そうです。私の後輩です。
ゼン先生

願いしていますので、非常に学術的な内容になると思いま

小越先生：知ってるよ。微量元素の研究で有名だろう？
越先生

す。正直いうと、こういう学術的内容に興味のない人ばか

ゼン先生：そうなんですよ。だから、静脈栄養における微
ゼン先生

りの学会では困るんですよ。JSPEN はそういう傾向になり

量元素の問題について、専門家としての意見を述べてくれ、

つつあるから、この鈴木先生の講演には、是非とも大勢、

と頼んだんです。

集まって聞いて欲しいんですよ。

小越先生：そういえば、最近、あまり活躍してなかったん
小越先生

小越先生：オレもそう思う。それが、学会の本来の目的だ
小越先生

じゃないか？この JSPEN では。

からな。

ゼン先生：そうかもしれません。今回、私、やはり、この
ゼン先生

ゼン先生：そうでしょう？ま、そこに気づいているこの学
ゼン先生

静脈栄養における微量元素の問題について、ある程度の結

会のリーダーがどれだけいるかも問題ですけど。

論を出して、次へと進めなければならないと思っていまし

小越先生：確かに、そうだ。ところで、講師と司会の組み
小越先生

てね。それで山東先生に頼んだんですよ。ものすごく喜ん

合わせ、相当考えたんじゃないか？

でくれましてね。いい講演をしてくれると思います。きっ

ゼン先生：はい。相当考えました。この会場の最後の講演
ゼン先生

と。

が、川西由美子さんで、チームビルディング技法、という

小越先生：そうなのか。聞きたい、絶対に聞きたい。話の
小越先生

内容で話していただきます。

結論にむちゃ興味があるから。

小越先生：チームビルディング？あ、そうか。NST
だから
小越先生
チームについての内容なんだ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生の栄養管理講座 第１４回
ゼン先生：先生、
どの講演を聞くか、大変ですよね。次は、
ゼン先生

小越先生：そうか。ま、それはいいとして、根津先生の司
小越先生

午後からですが、クローン病の栄養管理について、私の阪

会の富田さんというのは、ちょっとかわいそうなんじゃな

大の同級生、伊藤先生に講演してもらいます。

いか？根津先生は、やっぱり、こわいぞ、あの風貌は。

小越先生：何？また同級生なのか。内輪で固め過ぎじゃな
小越先生

ゼン先生：そこは、ちゃんと配慮していますよ。富田さん
ゼン先生

いか？

への司会のお願いの手紙で、根津先生はみかけはこわそう

ゼン先生：私の周りには、本物の実力者が多いんですよ。
ゼン先生

だけど、本当は、やさしい、特に女性にはやさしいから、

伊藤くんは、大学での実習のクラスも一緒でした。今は、

心配いりません、と言っておきました。

抗 TNFα抗体製剤による治療を受けているクローン病患者

小越先生：なるほど、細かい配慮をしてるな。しかし、こ
小越先生

を、日本で一番多く診ていると思います。

の二人の話、聞きたいぞ、絶対。二人続けて、な。

小越先生：へええ、日本で一番多い・・・そんなことにな
小越先生

ゼン先生：次は、兵庫医大の竹末先生なんですが。竹末先
ゼン先生

っているのか。

生は感染対策の専門家なんです。bacterial translocation

ゼン先生：そうですよ。インフュージョンクリニックとい
ゼン先生

にも詳しいので、感染対策からみた bacterial

って、そういう治療を専門にやっているんです。大阪のグ

translocation についての講演をお願いしました。

ランフロントのビルの中にクリニックがあるんです。すご

小越先生：竹末教授か。この間、神戸で外科感染症学会の
小越先生

いでしょう？

会長をした、あの竹末教授だな。

小越先生：へええ、あの大阪駅にできた、グランフロント
小越先生

ゼン先生：そうです。私と仲良しなんです。いい講演をし
ゼン先生

のビルの中か。すごいなあ。

てくれます。

ゼン先生：次が西宮市立中央病院の根津先生なんですが。
ゼン先生

小越先生：そうか。その、だな。感染対策からみた bacterial

小越先生：知ってるよ。君の先輩だろう？
小越先生

translocation の話って、あまり聞いたことがないだろ

ゼン先生：そうです。
実は、伊藤先生と根津先生の講演は、
ゼン先生

う？

ある意味、ディベートになるかもしれません。

ゼン先生：そうなんですよ。bacterial
translocation の
ゼン先生

小越先生：ディベート？二人の意見が違うのか？
小越先生

話題は、経腸栄養との関連、TPN との関連、それがほとん

ゼン先生：聞いてみないとわかりませんが。伊藤先生は、
ゼン先生

どで、感染対策からみた、という講演は、ほとんどないん

抗 TNFα抗体製剤で治療して、積極的に食事を食べさせよ

です。

う、という意見です。根津先生は、食事だけではやってい

小越先生：なるほど、いいテーマを依頼したな。これも聞
小越先生

けない患者もいるんだから、エレンタールなどを用いた経

きたい、絶対聞きたい。

腸栄養もきちんとやるべきだ、という意見です。

ゼン先生：最後が、武庫川女子大の雨海先生です。
ゼン先生

小越先生：エレンタール？そうだよ、エレンタールだよ。
小越先生

小越先生：雨海くんか。小児外科医のくせに、最近は、高
小越先生

いい薬だよ、な。

齢者医療やサルコペニアなんかの講演をよくやっている

ゼン先生：わかってますよ、オレが開発したんだから、で
ゼン先生

ようだな。

しょう？

ゼン先生：確かに。それから、よくわからないんですが、
ゼン先生

小越先生：そりゃあそうだ。ま、エレンタールはクローン
小越先生

女性栄養学、なんて領域を作っているみたいです。

病の primary therapy なんだから、根津先生の意見が正し

小越先生：女性栄養学？知らんな、聞いたことがないな。
小越先生

いんだよ。

今回はそれをやるのか？

ゼン先生：でもね、時代が変わってきていましてね、昔の
ゼン先生

ゼン先生：いや、今回は、申し訳ないけど、普通に講演し
ゼン先生

ように、クローン病イコール、エレンタールという単純な

て欲しいとお願いしたんです。普通に。

考え方ではなくなってきているんですよね。いろいろ議論

小越先生：普通に、といっても、彼は独特の世界を持って
小越先生

があります。ま、症例毎に栄養療法もきちんとしなければ

いるからなあ。

ならない、これは間違いないと思いますが。その辺りの議

ゼン先生：そうなんですよ。私は、雨海ワールド、なんて
ゼン先生

論が、二人の講演を聞いたら、理解できるのではないかと

呼んでいるんです。

思っているんです。

小越先生：しかしな、このためになる講演の最後に、特に
小越先生

小越先生：なるほど、いい組み合わせだな。二人の話を連
小越先生

栄養士さん達に人気のある雨海くんをもってくるなんて、

続して聞く、それが大事なんだな。

いろいろ考えたんじゃないか？

ゼン先生：そうなんです。そうそう、伊藤先生の司会には
ゼン先生

ゼン先生：そりゃあ、先生、いろいろ考えていますよ。一
ゼン先生

宮崎の白尾くん、根津先生の司会は富田さんにお願いした

人でも多くの方に、勉強になった、と感じて欲しいからで

んですよ。

す。

小越先生：白尾くんも君の友達だったな。
小越先生

小越先生：君の気持ちはわかるけどな。しかし、しかしだ
小越先生

ゼン先生：そうです。今、江南病院の院長ですよ。
ゼン先生

よ。全部聞きたいんだよ、私は。選ぶのがたいへんだな。
それが問題だよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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↑紅白歌合戦の、テレビ画面を撮影したものです。左の水森かお
りの巨大ドレス？赤いタコに見えませんか？右は AKB48 です。誰
がだれか、わからない。全員の名前を覚えている人もいるんでし
ょう？歌もばかにしていましたが、いつの間にか、聞くとはなし
に聴いていると、なんとかフォーチュンクッキーなんていう、歌
の一部は覚えてしまっていることに気づきました。

↑年末に帰省した時に撮影しました。八幡浜港です。九州の臼杵
行きフェリーの港です。夕日がきれいでした。

↑1 月 2 日の大阪大学です。雪が、少しですが、積もっていまし
た。珍しい景色の写真です。

↑熊本の、岡村健二先生から送られてきた、『くまモン』グッズ
です。マグカップ、スープカップ、キーホルダー、ハサミ、コー
スター、携帯ストラップ、絆創膏、しゃべるくまモンぬいぐるみ、
タオル・・・。これらが入っているダンボール箱も、くまモンの
デザインでした。すごい！

【今回のまとめ】
1. 2015 JSPEN in 神戸まで 2 週間ほどになりました。本当、もうすぐです。会長として、相当、
ドキドキしています。早めに、発表の準備をしておいてください。
2. 今回は、「ためになる講演」の講師と講演内容を簡単に説明させていただきました。どれがお
薦めって？全部です。13
薦めって？全部です。13 の講演、それぞれについて、抄録集をじっくり読んで、選んでくだ
さい。
3. 私は、実は、最初に開会の挨拶をしたら、フリーです。閉会式まで、出番はありません。いろ
んな方に挨拶やお礼を言うためにうろうろしていると思います。会長は、目立たぬように、で
す。
4. 神戸市内の観光？どこに興味があるかで違うと思いますが、とりあえず、ちょっとだけ、私が
興味ある場所を地図に示しています。あまり役に立たないと思いますが。
5. 神戸ポートピアホテルが、
神戸ポートピアホテルが、JSPEN
JSPEN の参加者には神戸みやげを割引で販売してくれるとのことで
す。たくさん神戸みやげを買って帰ってください。よろしくお願いします。その前に、学会に
参加してくださいよ。
参加してくださいよ。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。

8

